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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景 

国及び地域の少子高齢・人口減少が進行する中で、高齢化や単身世帯の増加、

社会的孤立等の影響により、人々が暮らしていくうえでの課題は複雑化・複合化

してきており、さらに、核家族化や生活習慣の多様化により、家庭や地域とのつ

ながりが希薄化しています。 

昨今では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛等により、これま

でよりも地域とつながりにくくなるなど、地域社会を取り巻く状況は大きく変化

してきています。 

このような状況の中で、高齢者の孤独死、高齢者世帯による老々介護や、子ど

も、高齢者、障がい者への虐待等が社会問題となっており、地域のつながりや地

域コミュニティにおける役割の重要性が見直されています。 

国では「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令

和２年６月 12 日交付）」を制定し「地域共生社会」の実現を図るため、地域住民

の複雑化・複合化したニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備す

る観点から、①相談支援、②参加支援、③地域づくりに向けた支援を一体的に実

施する重層的支援体制整備事業の推進など、市町村の包括的な支援体制を構築す

るための基本的な指針を示しています。 

本町では、平成 28 年３月に第１次東浦町地域福祉計画を策定し「みんなが 笑

顔で支え合う 集えるまち」を基本理念に掲げ、子どもから高齢者までのすべて

の人が生きがいを持つことのできるまちづくりを目指し、住民のみなさん、地域、

関係機関、行政等が協働して地域福祉の推進に努めてきました。 

この度の計画の改定は、第１次東浦町地域福祉計画の計画期間が満了となる中

で、国の制度改正や社会情勢の変化等も踏まえ、これまで以上に、住み慣れた地

域で自分らしく安心して暮らしていけるよう、地域で支えあい、一人ひとりの暮

らしと生きがい、地域をともに創っていくことのできる「地域共生社会」の実現

に向けた体制整備を推進していきます。 
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２ 計画の位置付け 

地域福祉計画は「高齢」「介護」「障がい」「子ども・子育て」「健康増進」に関

する福祉の分野別計画における共通事項を定めるもので、上位・基盤計画として

位置付けられています。 

本計画では「地域共生社会」の実現に向けた地域福祉を総合的に推進していくた

めに、まちづくりの最上位計画である第６次東浦町総合計画、福祉の分野別計画、

その他の関連計画等と連携し、整合性を図ります。 

さらに、社会福祉法第 106 条の５に基づく「重層的支援体制整備事業実施計画」

との整合性を図った計画として策定しています。 

この度、地域福祉計画の改定と東浦町社会福祉協議会における地域福祉活動計

画の策定については、地域福祉計画に地域福祉活動計画を溶け込ませる形として

一体的に行い、行政や社会福祉協議会、住民のみなさん、ボランティア団体、福

祉・医療関係者等が相互に協力し、地域福祉計画の改定を進めました。 
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第２次東浦町地域福祉計画とＳＤＧｓの関係 

 

ＳＤＧｓは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称

で、平成 27 年９月の国連サミットで採択されました。「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」において記載された令和 12 年までに持続可能でより良い世界

を目指す国際目標です。17 のゴールと 169 のターゲットから構成され、地球上の

「誰一人取り残さない」ことを誓っており、普遍的なものとしてすべての国で取

組が進められています。 

ＳＤＧｓが掲げる目標や方向性は地域生活課題の解決に資するものであること

から、本町では、第２次東浦町地域福祉計画において、基本施策とＳＤＧｓとの

関連を明らかにし、ＳＤＧｓの目標を踏まえて施策を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

３ 計画の期間 

第２次計画の計画期間は、令和４年度を初年度とし、目標年次を令和８年度と

する５か年計画とし、必要に応じて見直しを行うこととします。 

本計画は「高齢」「介護」「障がい」「子ども・子育て」「健康増進」に関する福

祉の分野別計画の上位・基盤計画として位置付けられており、これらの分野別計

画との整合性を図るため、計画期間を合わせたものとしています。 

 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

総合計画            

地域福祉計画            

高齢者福祉計画            

介護保険事業計画            

障がい者いきいき 

ライフプラン 
           

子ども・子育て 

支援事業計画 
           

いきいき健康プラン            

※令和３年度は第 1 次地域福祉計画の方針を引き続き推進しました。 

 

 

 

 

 

 

  

第５次 
(H23～H30) 

第６次(R1～R20) 

第１次(H28～R2) 第２次(R4～R8)  

第６期 
(H27～H29) 

第７期 
(H30～R2) 

第１期 
(H27～R1) 

 

第２期(H28～R7) 

第８期 
(R3～R5) 

第９期 
(R6～R8) 

 

第６期 
(H27～H29) 

 

第７期 
(H30～R2) 

 

第８期 
(R3～R5) 

 

第９期 
(R6～R8) 

 

第４期 
(H27～H29) 

 

第５期 
(H30～R2) 

 

第６期 
(R3～R5) 

 

第７期 
(R6～R8) 

 

第２期 
(R2～R6) 

 

第３期 
(R7～R11) 

 

 第３期 

※ 
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４ 計画の策定体制・経過 

本計画の策定にあたっては、以下の過程を経て策定しました。 
 

（１）地域福祉推進委員会 

本計画の策定に向けて第１次計画の振り返りや体系案についての検討を行い、

議論を行いました。 
 

 開催日 議題 

令
和
元
年
度 

第１回 

令和元年８月 13日 

・第２次地域福祉計画の策定に向けて 

・今後の進め方について 

第２回※ 

令和元年 12 月 18日 

・東浦町地域福祉計画の取り組み内容の進捗状況について 

・第２次地域福祉計画の体系（案）について 

・第２次東浦町地域福祉計画策定までのながれ 

第３回 

令和２年２月 13日 

・第２次計画体系について 

・今後の作業部会のながれについて 

令
和
２
年
度 

第１回※ 

令和３年１月 18日 

・第１次地域福祉計画の取り組み内容の進捗状況について 

・第２次地域福祉計画策定の進捗状況について 

令
和
３
年
度 

第１回※ 

令和３年６月７日 

・第１次地域福祉計画の取り組み内容の進捗状況について 

・第２次地域福祉計画策定の進捗状況について 

第２回 

令和３年８月４日 

・第２次東浦町地域福祉計画体系（案）について 

・作業部会の進捗について 

第３回 

令和３年 10 月 20日 

・第２次東浦町地域福祉計画素案について 

・重点プロジェクトについて 

第４回 

令和４年２月 21日 

・第２次東浦町地域福祉計画（案）について 

・東浦町重層的支援体制整備事業実施計画（案）について 

※については、東浦町地域福祉推進委員会・東浦町地域包括ケア推進会議地域生活支援部会合同会議 

 

（２）住民アンケート 

住民のみなさんの「ふくし」に対

する意識や地域活動への参加状況な

ど、本町の地域福祉における現状や

課題等を把握するためにアンケート

調査を実施しました。 

 

（３）分野別計画委員へのアンケート 

地域福祉計画は福祉の分野別計画の上位・

基盤計画として、各分野の課題に横串をさす

必要があり「高齢」「介護」「障がい」「子ど

も・子育て」「健康増進」の分野からみた本

町の地域福祉の現状や課題を把握するために

アンケート調査を実施しました。 

【送  付】令和元年 10月２日 

【回  収】令和元年 10月 16日 
【調査項目】 
（１）ご自身について 
（２）理想のまちについて 
（３）第１次地域福祉計画について 

【実施期間】令和２年４月 13 日～４月 28 日 

【実施方法】郵送配布、郵送回収 

【対 象 者】無作為に選ばれた 18歳以上の 

町内在住者 2,000人 

【回 収 率】42.0％ 
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（４）地区座談会 

各地区で理想のまちについて考え、そのための課題や取組のアイデアを出しあ

いました。 
 

地域のふくしと我が暮らし そっと向き合う座談会 

テーマ 

理想のまちってどんなまち？ 

～年をとっても、一人になっても、子育てしてても、病気になって

も、障がいをもっても安心して暮らしていけるまちにするために～ 

ワークの内容 

〇テーマにそって住民のみなさんが考える地域における強みや課題、

解決に向けた取り組み、アイデアを出しあう 

〇地区ごとに地域のふくしに関する課題の抽出 

ワークの方法 

〇理想のまちに必要なもの、その理想のまちにするために、今現在、

東浦町にあるもの、ないものを分類 

〇あるものをよりよくするために、自分たち（住民）にできること、

ないものを解決するために自分たち（住民）にできることの話合い 
 

■開催スケジュール 

地区 開催日  地区 開催日 

森岡 令和元年９月 26日  石浜 令和元年 10月５日 

緒川 令和元年９月 19日  生路 令和元年９月 25日 

緒川新田 令和元年 10月 12日  藤江 令和元年 10月 15日 

 

（５）作業部会 

本計画における体系案や重点プロジェクトに関する検討を重ねました。 
 

■開催内容 

○体系図に関する検討 

○基本施策に関して、取り組みたいことや取り組めることのアイデア出し 

○基本施策に関して、取り組みたいアイデアを共有 

○今後進めていくプロジェクトの選出を行い、具体的な内容を検討 

 

■開催スケジュール 

 ほっとけん部会 やくわり部会 ささえあい部会 

令和 

元年度 

第１回 令和２年１月 31日 令和２年１月 21日 令和２年 1月 20日 

第２回 令和２年２月 13日 

第３回 令和２年２月 19日 令和２年２月 18日 令和２年２月 27日 

令和 

２年度 

第１回 令和２年７月 28日 令和２年 12月２日 令和２年 12月２日 

第２回 令和２年８月 24日 ― ― 

第３回 令和２年 10月２日 ― ― 

令和 

３年度 

第１回 令和３年７月９日 令和３年７月 15日 令和３年７月 16日 

第２回 令和３年８月 12日 令和３年８月 30日 令和３年８月 19日 




